


参加の目的としてほしいこと

➀就職活動のスケジュールを知る

②就職活動を組み込んだ、大学生活後半の

プランを考える

③キャリアセンターの利用方法を知る

みなさんの大学生活後半が有意義なものとなるように、
キャリアセンターはサポートしていきます！



本日の予定

13:30~14:55    櫻井講師のお話
14:55~15:10 キャリアセンターからの説明

＊15:10~15:30 櫻井講師への質問
（希望者のみ。聴講のみでの参加も可）



※「櫻井講師のお話」のレジュメは、

「WEBキャリアセンター→ガイダンス情報」で配布。



キャリアセンターからの説明

①＜大学生活後半を充実させるために／自信を持って就職活動に臨むために＞

学内や日常生活の中でできること＆大学生活後半の主な予定

②キャリアセンターの利用方法

③就職活動で注意してほしいこと

キャリアセンターからの説明



①＜大学生活後半を充実させるために／自信を持って就職活動に臨むために＞

学内や日常生活の中でできること＆大学生活後半の主な予定



キャリア科目・キャリアディベロップメント ・キャリアディベロップメント（スキルアップ編）

・ものづくり企業論 ・キャリアデザイン演習 ・キャリアデザイン演習 （外国人留学生対象）

・入学してからコロナで何もできなかった！
・ガクチカに書けることは何もない！

それは他大の学生も同じです。
遠くに行かなくても、大学の中でできることは

たくさんあります！！



授業科目・留学プログラム



キャリア科目・キャリアディベロップメント ・キャリアディベロップメント（スキルアップ編）

・ものづくり企業論 ・キャリアデザイン演習 ・キャリアデザイン演習 （外国人留学生対象）

■キャリア関連：全学共通科目（選択科目）■
（＊2021年開講分）キャリアディベロップメント／同（スキルアップ編）／
ものづくり企業論～グローバル企業の実例に学ぶ～／キャリアデザイン演習／

同（外国人留学生対象）

→2022年度開講分はシラバス公開後に確認を（Loyola→カリキュラム履修関係→シラバス参照）

これから履修可能な科目の一例



これから履修可能な科目の一例（情報提供：グローバル教育センター）

⚫インターンシップ科目 （実施時期： 22年8-9月と23年2-3月） ✉ goglobal02-ofc@sophia.ac.jp

Loyola掲示板（留学関係＞インターンシップ科目)
科目概要（大学公式HP）https://www.sophia.ac.jp/jpn/global/program/internship_course.html
体験談： https://www.sophia.ac.jp/jpn/global/taikendan/report_internship/report_internship.html

●センター開講の全学共通科目 ✉ goglobal02-ofc@sophia.ac.jp

シラバス検索で「開講所属」＞「学部」＞「共通」＞「グローバル教育センター」
⇒センター開講科目の検索が可能。日英両言語、高学年向けの教養科目も多数開講。

3月中旬のシラバス公開後に確認を。

（開講科目リストは履修要覧 「学部科目編」の全学共通科目>グローバル教育センターに掲載）

（例）「留学準備講座」 （実施時期： 22年1Q開講予定）
将来の留学を考える1，2年生の履修が多いが、海外の大学とオンラインで繋ぎ講義を受けたり、先方の大学の学生
と交流を行うCOIL科目で、長期、短期の留学希望者や留学が決まっている高学年にもおすすめ。詳細は3月中旬の
シラバス公開後に確認し、履修登録期間中に履修登録を。

★Summer Session in Asian Studies ✉ ssprgrm-co@sophia.ac.jp
1961年から続く海外からの留学生向け短期プログラム。2022年度は7月（２Q中）にオンラインで実施予定。
在学生向けにも開講しているが、履修登録スケジュールが異なるため、詳細はLoyola大学掲示板で4月公開の案内を
確認すること。
https://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/short-term/summer_asia/index.html
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これから参加可能なプログラムの一例（情報提供：グローバル教育センター）

⚫短期プログラム 短期語学講座、短期研修、実践型プログラム 問合せ： ✉ short-outbound-co@sophia.ac.jp

（実施時期： 22年8-9月と23年2-3月）

休暇中に実施するプログラムで、 ４月中旬より申し込み受付期間有。
語学力のスキルアップ講座だけでなく、現地との交流や現状を知る学びを経験。学外機関での研修や講座へ
の参加で上智での単位取得可能。（学期中の事前講義もあり）
上智の授業への影響なく参加できるのがメリットの一つ。また、夏期休暇、春期休暇に異なるプログラムへ
参加も可。

★2021年度実施プログラムの募集要項（すべてオンライン実施）
グローバル教育センター/Center for Global Education and Discovery ＞★【海外短期プログラム】募集要
項・誓約書他 / Short-term Programs 夏期・春期のフォルダ以下に「語学・研修・実践型」のフォルダあり

★過去のプログラム参加者の体験レポート（渡航・オンライン） Loyolaダウンロードセンター
グローバル教育センター/Center for Global Education& Discovery ＞海外短期プログラム帰国レポート＞
海外短期語学講座／海外短期研修／ 実践型プログラム 開講時期（夏・春）に分けて各プログラムのフォルダあり

★（実践型プログラム）ジュネーブ国際機関研修プログラム/国連の役割と機能（国連集中研修）
グローバル教育センター窓口（2号館1階）にて過去の報告書の閲覧可能。

★大学公式HP上の学生体験談
・海外短期語学講座：https://www.sophia.ac.jp/jpn/global/taikendan/report_short-launguage/index.html
・海外短期研修：https://www.sophia.ac.jp/jpn/global/taikendan/report_short-launguage/index.html
・実践型プログラム：https://www.sophia.ac.jp/jpn/global/taikendan/social_engagement/social_engagement.html
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これから出願可能な長期留学の一例（情報提供：グローバル教育センター）

⚫交換留学 （留学時期：23年春出発もしくは23年秋出発） 問合せ： ✉outbound-co@sophia.ac.jp

本学の約330校の交換留学協定校へ代表として留学。
渡航開始の約半年～10か月前に学内選考に合格すると派遣先が決定する。

学内選考の願書受付：春出発6月、秋出発10月。願書の公開開始は募集受付の約1.5か月前位目安
留学期間： 1学期もしくは1年

Loyolaダウンロードの過去資料保存先： グローバル教育センター
★交換留学募集要項・出願書類/ Application for Exchange Program

★交換留学協定校語学要件/Language Requirements
学内選考出願までに必要な語学試験のスコア（過去の情報のため、出願時は最新情報を確認ください）

★交換留学帰国レポート / Exchange Program Report
過去の留学経験者のレポートが地域、大学別に確認できる

★交換留学協定校情報/Information Sheet
協定校が提供する交換留学生向け情報。

⚫海外大学院特別進学制度 （留学時期：卒業後） 問合せ： ✉outbound-co@sophia.ac.jp

アメリカの提携大学へ本学の推薦を受けて出願できる制度。次回の学内選考は22年秋～冬→留学時期：23年夏。
Loyolaダウンロードの過去資料保存先： グローバル教育センター
★海外大学院特別進学制度/Special Admission Program 
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グローバル教育センターの概要等

⚫ グローバル教育センターとは
全学を対象に学期中の長期の交換留学（受け入れ、派遣双方向）と、休暇を中心とした受入・派遣の短期留学・インターンシッププログラム等を
提供しています。

また、留学プログラム以外にも、全学共通科目も開講しています。オンラインで海外と協働するCOIL(Collaborative Online International Learning)型の
プログラムや、２Q中に海外留学生中心に実施するSummer Session（在校生も要件を満たせば履修可）、受入中の学生や海外との交流イベント等も
あります。年次に関わらず参加できるものが多いので、興味関心に合ったプログラムにチャレンジしてみてください。

長期留学には、応募条件があり、語学試験、資格試験のスコア取得等事前の準備が必要ですが、帰国まで上智に在籍していれば、4年次以上での
参加も可能です（ただし、留学前後の周到な準備が必須）。
条件や募集スケジュールは早めに情報収集して備えることをお勧めします。
また、在学中だけでなく、卒業後の海外大学院の進学制度等もグローバル教育センターで取り扱っています。

⚫ 現在の上智大学の海外渡航方針
感染症の影響で、在校生の海外への渡航は、現在原則中止しています。
夏休み以降の渡航留学の可否は不明ですが、変更は随時Loyolaの大学掲示板と公式ホームページでご案内します。
原則中止の中でも、オンラインでのプログラム提供や、一定の条件を満たした場合の長期留学での特例措置を実施しています。
国際交流や留学、グローバルな学びは無理と諦めず、グローバル教育センターまでご相談ください。
なお、大学の制度を使わず私費留学を希望する場合（一般留学や休学による海外勉学を検討中の方）は、所属学科にご相談ください。
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グローバル教育プログラム：情報収集の方法（2022年春学期に向けて）

⚫ 新学期の留学制度説明会

４/１１の週（4/13,15）には、昼休み時間帯に全年次対象で留学制度の説明会を実施予定です。
詳細は決まり次第Loyola大学掲示板＞留学関係 でお知らせします。

上智の留学制度の概要を知りたい方はぜひご参加ください。

⚫ 留学プロモーション月間（4月、10月）
４月中は夏休みの短期プログラムのプログラム説明会や、募集受付があります。
また、毎年2回、各学期中の留学プログラムや交換留学募集日程、留学に関する相談先等イベントカレンダーにまとめてLoyolaに掲示しています。
イベントカレンダーは3月中旬頃Loyola掲示予定です。 また、２号館１Fエントランスにポスター掲示も行いますので、説明会日程、募集受付期間の
確認を行ってください。

⚫ 留学カウンセリングの活用
グローバル教育センター窓口時間内の質問だけでなく、専門の留学カウンセラーにも相談可。
相談内容は、留学に行くかどうか等漠然としたことでも、留学に関することならなんでも相談できます。
在校生のみ。完全予約制。日英いずれの相談も可。詳細はHP参照のうえ予約してください。
https://www.sophia.ac.jp/jpn/global/international/studyabroad-counseling/study-abroad-counseling.html

⚫ 過去の募集要項や参加者レポート→ Loyolaダウンロードセンターで公開しています。
公開場所： Loyolaダウンロードセンター＞グローバル教育センターの各プログラムのフォルダ
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キャリア科目・キャリアディベロップメント ・キャリアディベロップメント（スキルアップ編）

・ものづくり企業論 ・キャリアデザイン演習 ・キャリアデザイン演習 （外国人留学生対象）
授業科目・留学プログラム以外に･･･



キャリア科目・キャリアディベロップメント ・キャリアディベロップメント（ ＊次回7月頃募集

スキルアップ編）

・ものづくり企業論 ・キャリアデザイン演習 ・キャリアデザイン演習 （外国人留学生対象）

■「外国語コミュニケーショングループ」リーダー（語学指導アルバイト）■＊次回7月頃募集予定

言語：英・独・仏・西・伊・中・韓。最大5名の学生に会話中心の語学レッスンを行う。

1クラスあたりレッスン60分×原則8～9回のレッスンを学期中に実施（開講時間：2～4限が主）。

■「日本語学習サポート制度」指導員（語学指導アルバイト） ■＊次回7月頃募集予定

主に留学生を対象に、会話中心の日本語のレッスンを行う。日本語教授法の履修や日本語教育に
関する学習経験の条件あり。

＊詳細・最新情報：言語教育研究センターHP /twitter :@Sophia_CLER / Loyola掲示板等を参照。

＊リーディングマラソン等の企画が実施されることもあり。

語学関連



キャリア科目・キャリアディベロップメント ・キャリアディベロップメント（ ＊次回7月頃募集

スキルアップ編）

・ものづくり企業論 ・キャリアデザイン演習 ・キャリアデザイン演習 （外国人留学生対象）

国際関連

■国際協力人材育成センター／国際公務員養成コース ■＊応募期限：3/21（月）

国際公務員として働くために必要な基礎知識・採用試験対策等について、社会人とともに学ぶ。
4月開講～5月末までのオンライン集中講座（有料）。日英いずれかの言語を選択可。

＊詳細・最新情報：国際協力人材センターHP /twitter :@SHRIC2015を参照。
＊同センターでは、国際機関職員による講演・セミナーも随時開催。

■Sophia Global Education and Discovery Co., Ltd.／スタディツアー ■
上智大学が出資、タイに設立した教育・研修事業を行う企業の企画によるツアー。東南アジアを中心とする
現地またはオンラインで実施（有料）。

＊詳細・最新情報： Sophia Global Education and Discovery Co., Ltd.社HP
＊本年2月に日本とタイの大学生が一緒に受講する「起業家・リーダーシップ養成プログラム」（オンライン）を実施。

次回予定は未定(開催決定時は上記HP、Loyola等でお知らせ）



キャリア科目・キャリアディベロップメント ・キャリアディベロップメント（スキルアップ編）

・ものづくり企業論 ・キャリアデザイン演習 ・キャリアデザイン演習 （外国人留学生対象）

■キャリア教育プログラム（キャリアセンター主催分＆告知協力分）■

→WEBキャリアセンター（※後述）→【全学年対象】キャリア教育プログラム

キャリア関連

■インターンシップ（キャリアセンター到着分／単位認定無し）■

→WEBキャリアセンター（※後述）→インターンシップ ＊上智枠インターンもあり。詳細は6月頃に公開予定。



キャリア科目・キャリアディベロップメント ・キャリアディベロップメント（スキルアップ編）

・ものづくり企業論 ・キャリアデザイン演習 ・キャリアデザイン演習 （外国人留学生対象）

■サステナビリティ推進本部：学生職員■＊次回3月中に募集予定

SDGsに寄与する本学の研究、教育、社会貢献活動を促進するために、学生の視点や発想力・
創造力を活かし、職員とともに広報・情報収集・制度設計に積極的に参画する。

＊詳細・最新情報：大学公式HP「サステナビリティ推進本部について＆学生職員の取り組み」
https://www.sophia.ac.jp/jpn/aboutsophia/approach/SDGs/Sophia_SDGs_about.html

Instagram : @sophia_ossp

■「FIND SOPHIA／上智大生のためのキャンパスメディア」に掲載中の様々な活動
千代田区一斉清掃等のボランティア/飯館村交流事業/上智学生記者クラブ･･･

＊詳細・最新情報：FIND SOPHIAウェブサイト→ https://findsophia.jp/

■上智大学フューチャーセンタープロジェクト■
フューチャーセンターは、上智大学の学生、教職員、卒業生からなるボランティア団体。「立場の違う
人たちが集い、未来志向で対話できる場」をつくることを目指し、ワークショップやイベントの運営、
その運営を請け負う「ひと」の育成を実施。

＊詳細・最新情報：上智大学フューチャーセンタープロジェクト twitter: @Sophia_Uni_FC

ボランティア・学生教職員協働の活動等







キャリア科目・キャリアディベロップメント ・キャリアディベロップメント（ ＊次回7月頃募集

スキルアップ編）

・ものづくり企業論 ・キャリアデザイン演習 ・キャリアデザイン演習 （外国人留学生対象）

最新の情報は、各情報源に加え、

Loyola掲示板・大学公式HP
もチェックして確認するようにしてください。
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■ 大学生活後半の主な予定
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分」になっていなくてもよ
い。準備が実る時期は
人それぞれ。応募先の
業界・企業と自分との
「相性」も関係する。
②以降もチャンスはある
ことを忘れずに。例年、
活動を続けながら徐々に
前進し、希望を叶えた先
輩就活生はたくさんいる。

今ここ
↓

卒
業
式
・
9
月 卒論提出

（12月）

イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ

冬



「学内や日常生活でできること」は他にもあります。

続きは次回、3/15（火）開催

「新3年生のためのキャリアガイダンス～②将来働く業界や企業を探る～」

でお話します。



②キャリアセンターの利用方法



■キャリアセンター（2号館1階）■

開室時間：月～金（除、祝日） 10：00～16:30
※11:30～12:30は資料閲覧のみ

・就職関連のガイダンスやセミナーの開催
・進路や就職に関する相談受付
・インターンシップ/採用求人、OB/OG情報の提供･･･等を行っています！

©2022 上智大学キャリアセンター（無断転載禁止）



キャリアセンターの支援内容

ガイダンス開催数

約360件/年

学内企業セミナー
合同説明会 企業数

約400社/年

ガイダンス参加
のべ学生数

約27000人/年

個別相談利用
のべ学生数

約4000人/年

就職求人
受付数

約25000件/年

個別相談担当者

キャリアセンター職員および
学外キャリアアドバイザー



「WEBキャリアセンター」へのアクセス方法
このタブ
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キャリアセンターが発信する情報を
まとめて掲載しています。
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経験豊富なキャリアアドバイザーによる個別相談（1回40分）を行っています。

事前予約制（「WEBキャリアセンター」→「個別相談」から/相談希望日の3日前から受付開始）

ESの内容への意見がほしい／ESを書くのに行き詰まっている
（自己PR／学生時代力を入れたこと／応募理由･･･）

面接の練習／聞かれそうな質問を考えて対策をしておきたい

就活の基本が知りたい／就活の悩みや不安を聞いてほしい

人の力を借りて

スッキリしよう！

＊①、②は3～4月のみ設定

通過しなかったESや面接を一緒に振り返ってほしい

＊現在は「WEB形式」のみで実施（「対面形式」も実施予定あり）
©2022 上智大学キャリアセンター（無断転載禁止）



©2022 上智大学キャリアセンター（無断転載禁止）



ID @sophia_line

※登録後に配信希望アンケートで
「キャリア・就職活動について」を
選択して下さい。 アカウント名

@Sophia_Career



sophia_career



経験豊富なキャリアアドバイザーによる個別相談（1回40分）を行っています。

事前予約制（「WEBキャリアセンター」→「個別相談」から：相談希望日の3日前から受付開始）

ESの内容への意見がほしい／ESを書くのに行き詰まっている
（自己PR／学生時代力を入れたこと／応募理由･･･）

面接の練習／聞かれそうな質問を考えて対策をしておきたい

就活に関する悩みや不安を聞いてほしい

人の力を借りて

スッキリしよう！

＊時期によっては
午前にも時間枠を設定。

通過しなかったESや面接を一緒に振り返ってほしい

＊現在は「WEB形式」のみで実施。
「対面形式」も実施予定（決まり次第WEBCCでお知らせ）。

③就職活動で注意してほしいこと



１．学生を安い労働力として使い、
アルバイトと区別が付かない。

事例：ひたすら勧誘電話をかけるだけの業務を課される。

２．労働条件が事前に説明されない！
事前の説明と異なる！

事例：基本的にインターンシップは無給ですが、説明会では
給与や交通費が出ると説明されていたのに、無給だった。

３．友達の紹介をしつこくお願いされる！
事例：SNSなどから知り合いを調べられて紹介を迫る。

これって、
無給のアルバイト
じゃないの…？

交通費が出ると
説明会では
言われていた
のに・・・

優秀な学生を
紹介して！
SNSで友達の

ＸＸさんを紹介して！
４．多額の参加費用が必要と言われた！
事例：海外インターンシップなどで現地での生活費などが必要となることは

ありますが、基本的には皆さんが費用を負担することはありません。
有料という条件については注意が必要ですので、おかしいと感じたら
キャリアセンターへ相談して下さい。
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業務委託契約を結び、学生にスマホを販売させる

モバイルプランナー
スマホコンサルタント という仕事が流行っているようですが、

これはインターンシップではありません！

自分の友人を顧客として商売をさせるこのやり方は、
ネットワークビジネスの一類型ですので、
大手企業の面接で話せる内容のものでもありません。

友人を失うことにもなりかねませんので、
誘われても絶対に参加しないように注意しましょう！
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〇実際にあった「就活ハラスメント」

１．OBOG訪問で、2回目の面会で終電間際に呼び出された
２．リクルーターから、デートの誘いがあり、その後ストーカーの
ように付きまとわれた

３．説明会参加後に人事採用の責任者から「ES添削してあげる」と
ホテルに誘われた

４．幹部社員から採用の見返りに不適切な関係を迫られた

就活を目的として会った社会人におかしな行為があれば、
きっぱりと拒否しましょう！

おかしな要求は毅然と断り、企業に配慮を申し入れましょう!
不安な時は、すぐにキャリアセンターに相談してください。
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WEBキャリアセンター→TOP画面
「キャリアセンターからのお知らせ」→
11/5更新「就職塾等に関する注意事項に

ついて」に掲載中
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【キャリアセンターの就職支援の強み】

・過去何年もの上智先輩就活生たちの活動状況や体験談、
反省点を踏まえたアドバイスができる。

・多くの企業と接点があるため、新卒採用に関する最新の
動向や過去の状況がわかる。

・上智大生の採用に意欲的な企業から、インターン・採用求人
やイベント情報が多数届いている（WEBキャリアセンター等で公開）。



経験豊富なキャリアアドバイザーによる個別相談（1回40分）を行っています。

事前予約制（「WEBキャリアセンター」→「個別相談」から：相談希望日の3日前から受付開始）

ESの内容への意見がほしい／ESを書くのに行き詰まっている
（自己PR／学生時代力を入れたこと／応募理由･･･）

面接の練習／聞かれそうな質問を考えて対策をしておきたい

就活に関する悩みや不安を聞いてほしい

人の力を借りて

スッキリしよう！

＊時期によっては
午前にも時間枠を設定。

通過しなかったESや面接を一緒に振り返ってほしい

＊現在は「WEB形式」のみで実施。
「対面形式」も実施予定（決まり次第WEBCCでお知らせ）。

キャリアセンターは、

ガイダンスや個別相談など様々な支援を通して、

皆さんの大学生活後半のプラン作り／就職活動のペース作り

をサポートしていきます！
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本日冒頭でお話した

「参加の目的としてほしいこと」

➀就職活動のスケジュールを知る

②就職活動を組み込んだ、大学生活後半の

プランを考える

③キャリアセンターの利用方法を知る



この後やるべきこと

3月中に、就職活動を組み込んだ大学生活後半の

過ごし方のプランを立てること！

＜プランを立てるための準備（例）＞

・これまでの授業単位の取得状況と、卒業までに取得が必要な単位を確認する。

・授業の履修計画を考える（シラバスの公開は3月中旬から／春学期の履修登録は4月1日（金）から。

今後、就職活動がだんだん慌ただしくなることを見越して、4年次の履修計画もある程度立てておく）。

・インターンシップ／留学／学内や日常生活の中でできることなどの中で、興味を持った活動の

詳細やスケジュールをチェックする。 ･････



経験豊富なキャリアアドバイザーによる個別相談（1回40分）を行っています。

事前予約制（「WEBキャリアセンター」→「個別相談」から：相談希望日の3日前から受付開始）

ESの内容への意見がほしい／ESを書くのに行き詰まっている
（自己PR／学生時代力を入れたこと／応募理由･･･）

面接の練習／聞かれそうな質問を考えて対策をしておきたい

就活に関する悩みや不安を聞いてほしい

人の力を借りて

スッキリしよう！

＊時期によっては
午前にも時間枠を設定。

通過しなかったESや面接を一緒に振り返ってほしい

＊現在は「WEB形式」のみで実施。
「対面形式」も実施予定（決まり次第WEBCCでお知らせ）。

■次回のガイダンス■

2022年3月15日（火）
13:30～15:10
（オンラインLIVE配信）

「新3年生のためのキャリアガイダンス
～②将来働く業界や企業を探る～」



経験豊富なキャリアアドバイザーによる個別相談（1回40分）を行っています。

事前予約制（「WEBキャリアセンター」→「個別相談」から：相談希望日の3日前から受付開始）

ESの内容への意見がほしい／ESを書くのに行き詰まっている
（自己PR／学生時代力を入れたこと／応募理由･･･）

面接の練習／聞かれそうな質問を考えて対策をしておきたい

就活に関する悩みや不安を聞いてほしい

人の力を借りて

スッキリしよう！

＊時期によっては
午前にも時間枠を設定。

通過しなかったESや面接を一緒に振り返ってほしい

＊現在は「WEB形式」のみで実施。
「対面形式」も実施予定（決まり次第WEBCCでお知らせ）。

③2022年4月7日（木）13:30～15:10（オンラインLIVE配信）

「新3年生のためのキャリアガイダンス～③自分自身を知る～」

■今後のガイダンス■

④2022年4月27日(水) 5限 or 6限（※時間調整中）（オンラインLIVE配信）

「新3年生のためのキャリアガイダンス～④インターンシップを知る～ 」

⑤⑥2022年5月14日(土)・5月15日(日) 終日（開催形式未定）

「インターンシップ選考突破＜2日間集中＞対策講座」

＊⑦以降も開催予定。



アンケートにご協力ください。


